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チャリテイコンサート

初のオンライン配信での開催。

例年同様、1,000円 以上のご寄付をお願いしております。ご寄付をいただいた方は

期間中のお好きな時に、インターネットによるオンライン配信動画を視聴いただけます。
(※ 事前にお申し込みが必要となります。本パンフレットの裏面を参考にお手続きください。)
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N丁丁東日本群馬支店は、群馬県を活動基盤とする企業市民として、音楽文化振興への貢献のため、群
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馬の文化の象徴「群馬交響楽団」との協力によるチヤリテイコンサートを開催いたします。

本コンサー トは、1997(平成9)年に開始以降、23回 (2020年 は新型コロナウイルス感染拡大防止

I■ のため中止)の開催実績を持ち、多くの皆さまから支持されている、N丁丁東日本群馬支店の社会貢献

活動です。

今年度の開催に当たつては、現時点でいまだ収束の兆 しが見えない新型コロナウイルス感染拡大

の影響を考慮 し、地域の皆さま、出演者をはじめとした関係者の皆さまの安全確保を第一優先に検討

舞華轟難:tr重
ねた結果、無観客でのインターネットによるオンライン配信に トライすることといたしました。

会場で生の演奏を鑑賞していただくことは叶いませんが、オンラインならではの音楽の楽

しみ方を発信できるよう工夫を凝らしてまいります。

コロナ禍においても、音楽文化の振興が図られるよう新たな取組みにチャレンジしていきたいと

考えています。

ご賛同いただける、一人でも多くの皆さまに是非ご視聴いただきたいと思います。

チャリテイコンサート初のオンライン配信での開催。

阪 哲朗 北村 陽 群馬交響楽

【曲目 】

グルック/歌劇 ≪オルフェオとエウリデイーチェ≫ より序曲

ハイドン/チ ェ□協奏曲 第1番 ハ長調 Hob.VIlb:1

ドヴォルジャーク/交響曲 第8番 卜長調 作品88



【指揮】

阪 哲朗

Conductor/
Tetsuro Ban

京都市出身。欧米での客演も数多く、おもにドイツ、オー

ス トリアなどでオーケス トラ、歌劇場に招かれ成功を収

めている。日本においては、主要オーケス トラ、新国立劇

場、三期会などのオペラ団体を指揮している。現在、山形

交響楽団常任指揮者。

2008/09年 の年末年始に、ウィーン・フォルクスオー

パーで同劇場の年間のハイライ トとも言うべき公演であ

る「こうもり」を指揮したことは、大きな話題となつた。

山形大学での公開講座や東京藝術大学、国立音楽大学よ

り特別招聘教授として招かれるなど、後進の指導にも力

を注いでいる。

95年ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。

96年 京都府文化賞奨励賞、97年 ABC国 際音楽賞、

2000年京都市芸術新人賞、ホテルオークラ音楽賞、04

年渡邊暁雄音楽基金音楽賞、06年藤堂顕―郎音楽賞、

20年京都府文化賞功労賞受賞。

【チェロ】

北村 陽

Ce1lo/

Yo Kitamura

2004年兵庫県西宮市生まれ。2017年第10回 若い音楽

家のためのチャイコフスキー国際コンクール優勝。9歳

でオーケス トラと初共演、10歳で初リサイタルを行う。

読売日本交響楽団、関西フイルハーモニー管弦楽団、東

京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、大阪フィ

ルハーモニー交響楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽

団、群馬交響楽団、山形交響楽団、中部フイルハーモニー

交響楽団と共演。

2018年 5月 、チャイコフスキー国際青少年フェスティ

バル (ロ シア)に招待される。テレビ朝日「題名のない音

楽会 ～神童たちの音楽会2017」、BSテ レ東「エンター・

ザ・ミュージック」に出演。山崎伸子、太田真実、故ギア・

ケオシヴイリ各氏に師事。第41回霧島国際音楽祭賞受

賞、2017年、関西元気文化圏賞 ニューパワー賞受賞。

2018年度よリヤマハ音楽支援制度奨学生。

使用楽器は、上野製薬株式会社より貸与されている

1668年製「カッシーニ」。

翻

群馬交響楽団 Gunma Symphony Orchettra

1945年 戦後の荒廃の中で文化を通した復興を目指して創立 、1955年「群響」をモデルに制作された映画「ここに泉あり」が公開さ

れ、全国的に注目を集めた。1947年から始めた移動音楽教室は、2018年度までに延べ638万人を超える児童・生徒が鑑賞した。

2014年 6月 には定期演奏会が500回 に達し、2015年 11月 には創立70周年を迎えた。群馬交響楽団は群馬県の文化の象徴として県

民から幅広く支持されている。2019年4月 より小林研一郎がミュージック・ア ドバイザーに就任。

1966年「朝日。明るい社会賞」、1983年文部大臣「地域文化功労者」団体表彰、1989年 第11回 山本有三記念「郷土文化賞」、1994年

「日本文化デザイン賞」、1995年「第 4回 日本生活文化大賞特別賞」、2001年 日本放送協会「関東甲信越 地域放送文化賞」受賞、

2017年県民芸術祭40周年記念表彰。



チャリテイ群響スプリングコンサート視聴お申し込み方法
今回のチャリテイ群響スプリングコンサートの視聴お申し込みにはTIGET(チゲット)への会員登録が必要となります。

また寄付金 (1,ooO円 以上※所定の手数料が別途かかります)につきましても、TIGETの 支払い機能を利用したクレジット

カード等による決済での寄付となります。

0800‐ 800‐0133置翼脳)

NTT東 日本 群 馬 支 店 チ ャリテ イコ ンサ ー ト事 務 局 ホームページ httpa〃ww‐nttteastocojpた unma/branch/

【個人情報の取り扱いについて】本申し込みに際して記載いただいた個人情報については、抽選会における当選者への賞品の発送、および次回コンサートのご案内の

送付に当たって必要になる範囲内で利用します。また、記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、NTT東 日本が業務を委託する他の事

K20‐ 03248【 2102¨2103】

1。 TIGETの 会員登録について
はじめにTIGETの 登録を行ってください。

会員登録済みの方は、

https://tigetonet/toursた harity‐gumma_2021

へお進みください。

https://tiget.net/
コードを読み取ってアクセス>

トツフ国回のタプをクリックすると

下EE国回が出ます。

新規会員登録をクリックし

連携できるSNSやメールにて

新規登録してください。

登録したメールアドレスに
T!GETよ リメールが届きますので、
会員登録を完了させてください。

2。 チケットのお申し込み・ご視聴について
(寄付金の決済・ご視聴の手順 )

TIGETの 会員登録済みの方は、右記のアドレスにお進みください。

https://tigetonet/tours/

chartty‐gunma‐2021

コードを読み取ってアクセスト

0イ
ベントー覧の「受付中」をクリック

必須項目を入力いただき、利用規約と
プライバシーポリシーを確認し
「内容確認」をクリック。

クリック

利用規約と

プライバシー

ポリシーを

確認し同意

頂けたら

クリック

クリック

クレジットカード等の

カード番号等を入力してください。
（●
）
ｎ
麟

内容をご確認の上、
「購入する」をクリック。 Ｏ

ｎ

マイページの
「購入0予約しているチケット」の
「配信を見る」からご視聴いただけます。

必要項目を

入力して

次へを

クリック。

1湖 キ

内容に間違えが

ないか確認して

クリック。

2021年
3月 10日 (水 )

13:30よ り
3月 14日 (日 )

20:00ま での間、

お好きな時間に

ご視聴ください。

お申し込み受付は
2021年
3月 14日 (日 )

17:00までの

予定です。

決済時に所定の

手数料がかかります。
―例として、
グレジットカード

決済の場合の
システム手数料は
99円ノ1枚です。

業者に対して提供することがあります。


